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学生プロジェクトを通じた実践的な
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- 学生プロジェクトを通じた実践的なプロジェクトへの導入
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秦 幹太

呉工業高等専門学校 機械工学科

Generative Designを用いた
ロボットの足回りユニット設計と製作



秦 幹太｜Kanta HADA

ロボット製作部 設計担当

呉工業高等専門学校 機械工学科 3年



Generative Design による
ロボットパーツの設計と製作



ご紹介内容

• Generative Designによるパーツ点数の削減

oGenerative Design 対象パーツの選定

oGenerative Design生成の条件設定

• Generative DesignでのCNC加工のポイント

o治具設計と前加工

oCNC切削加工





パーツ点数の削減



適切なGenerative Design 対象パーツの選定- 足回りパーツ -

• ホイール取替時に関連する複数部品

• 同心円状に穴を揃えての困難な組立作業

• 薄板部品の剛性



Generative Design 計算の
条件設定

軽合金であるアルミ二ウムの6061を使う

• 目標

剛性の最大化

質量ターゲット 0.15kg

安全率 2.00

• 製造

3軸のNCフライス盤

5軸マシニングセンタ

削る方向は少ない方がいい→X+,X-とZ+,Z-の4方向



荷重ケースの設定

競技中の足回りユニットに掛かる荷重を想定

・上部ユニットの荷重

・ぶつかったときにかかる力

・部品がずれようとする力

・モーメント



生成結果からの考察

適切な設定の重要性

• 組み立てを考慮した障害物の設定

• 軽量化をするための適正な荷重設定



Generative Design での
CNC 加工のポイント



治具設計と前加工

1. 基本形状を決定する

2. 汎用旋盤で軸穴の前加工

3. 材料固定用の治具製作

4. 材料固定の設定



基本形状の決定

三つ爪チャックに固定できる形状

加工方向

振動対策



汎用加工機による軸穴の前加工

モーター回転軸用の深穴は、大きな工具が取り付けられ

ていないマシニングセンタでは加工が難しい。そのため

汎用旋盤で素材を加工する。

マシニングセンタで固定するための取り付け治具をフライス盤

で加工した。固定具は3つ爪のチャックとなっている。事前に

加工した材料と治具を画像のようにセッティングする。中央に

材料が配置されるように固定する。

材料の固定用治具の作成



加工方法の事前検証
CNC切削加工の過程

1. 負荷制御加工による

Generative Design    

モデルの加工

2. 5軸加工機での表面側の割

り出し加工



負荷制御加工の際の留意する
３つのポイント

負荷制御加工は、一定の切込み量で加工することができ、

GDのような複雑形状の加工は、急激な加工負荷が少ない

負荷制御加工が適していた。

1．切削量の最適化

工具径直径に対して割合で入力することができる。工具径

の最適負荷は工具径の20パーセントに設定すると安定して

加工できた。

２．切込みピッチの制御

中間切込みピッチを0.5mmと細かく設定することで、等高

線加工のような形状作成が可能。材料の掴み部分が少ない

ため、最大切り込みピッチは3 [mm]以下に設定した。



負荷制御加工の際の留意する
３つのポイント

3．軸とホルダー

加工モデルに深い溝があるとホルダーが材料に当たってし

まう。ホルダーがストックに接触しないように軸とホル

ダー機能を使った。



5軸加工機での基準位置の設定

5軸加工の加工基準位置はx軸の回転軸とステージの回転

軸に中心に設定する。側面加工の際に繰り返して原点位

置を変更せずに工具方向を変更するだけで対応すること

ができる。

工具方向の設定を行うことで簡単に加工する軸方向を変更する

ことが可能。両側側面を割り出して加工している。

側面加工の設定方法



Generative Design  パーツの
パフォーマンスとまとめ





3D Printでも形状確認
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呉工業高等専門学校専攻科2年

元木 太河

四輪ロボットの足回り
Generative Design フレームと
3軸加工機による切削



元木太河｜Taiga MOTOKI 

呉高専専攻科機械類2年

高専ロボコン部OB

IWスクエア Teaching Assistant

Fusion 360/3Dprinter/Laser cutting

3axisCNC/FANUC ROBODRILL

自己紹介



四輪ロボットの足回り Generative Design
フレームと3軸加工機による切削



ご紹介内容

•設計の経緯

oこれまでの足回りフレーム

•既存資産（3D CADデータ）の活用

• 3軸加工機での加工を見越したデータ作成



製作の経緯



これまでの足回りフレーム

・アルミ角パイプを使用した足回り

・細かい部品が多くメンテナンス性に問題

・タイヤ軸の同軸度、アルミ板部品の剛性に不安



Image caption goes here

下部 Generative 
Design フレーム

オムニホイール

ギアヘッド

上部 Generative 
Design フレーム



部品数と組付手順の比較

15 > 2
部品数

-25%
ネジの数

-30%
組付け手数

従来部品での構成モデル
Generative Design により

部品数を低減したモデル



既存資産（3D CAD データ）の活用



クラウドインポート

• これまでロボコン部で設計した3D CADモデ

ルを Fusion 360に移行

• 他 CAD のアセンブリファイルをそのまま

インポート可能

• 複数のアセンブリデータから最上位

アセンブリを選択できる



チームとの情報共有

クラウドを活用し、ロボコンチームならびにマシニングセンター技術者とも連携

クラウド上で工具情報を一元管理



3軸加工機での加工を見越した
データ作成



パーツの分割と Generative Design

• 軸を中心に上下に軸受け部品を分割、それぞれ Generative Design で軽量化

• 材料はAl 6061、目標は「剛性最大化」、重量制限は上パーツが100g、下パーツは130g

• 製造方法に3軸4面加工の制限項目を追加

• Generative Design後に製造困難部の修正などのデータの後加工を行った。



Generative Designの結果と補正

531g 96.6g96.4g

1342g
144g134g

元モデル Generative Designモデル Generative Design修正モデル



3Dプリントでの組み付け確認

Photo credit goes here



加工原点の設定

• 3軸加工は5軸加工と違い、材料を反すことができないた

め、手動で材料を反す必要がある。モデルによっては4

～6面の切削を必要とするため、5軸加工よりも手間がか

かる。

• 各面を切削するとき、CAM・3軸加工機双方の原点を再

設定する必要がある。

• 現実でのストックサイズはCADデータと微小に違うこと

があるため、精度向上のために加工基準面となるX-Y、

X-Z、Y-Zの3面を決定し、必ずこれらの面で原点をとる。



加工領域の分割方法

• 前述の通り、3軸加工では手動で材料を反すため、加工順

序に合わせて適切に掴み部・固定部を残す必要がある。

今回の加工ではバイスや治具による固定を行っている。

• バイスで材料を固定するためには適切に材料を取り残す必

要がある。そこで、加工境界を利用しスケッチで指定した

材料を意図的に取り残した。右上図は設定画面であり、右

下図は実際に一部を取り残して加工した状態を示している。

• 加工境界では工具外側・中心・内側境界の3つの境界選択

があるが、今回は工具内側境界を選択している。工具外

側・中心境界では工具径によって取り残し部の寸法が変わ

るためである。



3D Printと切削の比較
Photo credit goes here



すべての部品を組付け



まとめ

制作を通して

• 3軸加工での多面加工は非常に難易度が高いが、

Fusion 360-CAMのシミュレーションを使うことで

事故・破損なく加工を終えることができた。

• CAD-CAMが一ソフト内に完結しているため、

モデル修正や治具設計がスムーズに進んだ。

Generative Designモデルについて

• これまでのフレームと比べると格段に剛性が上がって

いることが実感できる。

• また、3軸加工によって軸受けの同軸度が上がり、タ

イヤを回転させたときの「揺れ」が大幅に減った。
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小池 魁舟｜Kaishu KOIKE

日本大学大学院理工学研究科 | @sakigake_073

Generative Designによる
宇宙エレベーター・フレーム設計



小池 魁舟｜Kaishu KOIKE

日本大学大学院理工学研究科

機械設計・構造力学を専攻し，垂直索道自律昇降シス

テムを開発している．ハードウェアの設計・製造から

組込みシステムの開発まで幅広く行っている．



Generative Design によるフレーム設計

軽量化と高剛性化により、時速200kmを超える速度を実現



アジェンダ

・宇宙エレベータ構想紹介

・Team Raptor 開発記録

・フレーム設計における Generative Design の活用

・Generative Design 部品の CAM と加工法

・フレームの Generative Design  がシステム全体に与える影響

・まとめ



宇宙エレベータ構想
打ち上げロケットに代わる新たな宇宙輸送システムとしての可能性. 

画像提供：大林組

半世紀にわたる宇宙開発の進展により，人類が宇宙へ進出する目的は多様化した．その可能性をさらに広げていくには，人や物資をより経済的か

つ大量に輸送する必要がある．近年，官民一体となった高性能ロケットの開発が行われているが，利用目的は限られ，打ち上げには未だ莫大なコ

ストが掛かる．地球と宇宙をケーブルで繋ぎ，新幹線のように気軽に宇宙への行き来が可能な「宇宙エレベータ」は，ロケットと比較して運搬効

率が高く，経済的で，環境への影響が少ない輸送手段として期待されている．



Team Raptor 開発記録

画像提供：WARR



2020

2018

2016

Team Raptor 開発記録

2015

手動制御クライマ

上昇高さ：20 [m]

上昇速度：22 [km/h]

PWR：N/A

Design：AutoCAD

EUSPEC2016出場クライマ

上昇高さ：100 [m]

上昇速度：42 [km/h]

PWR：N/A

Design：AutoCAD

EUSPEC2018出場クライマ

上昇高さ：120 [m]

上昇速度：136 [km/h]

PWR：0.886

Design：Fusion 360

SPEC2020出場予定クライマ

上昇高さ：500 [m]

上昇速度：>200[km/h]

PWR：0.732

Design：Fusion 360



性能評価指標

ペイロード搬送力

ロケットを遥かに上回る，昇降機自重の150％を超

えるペイロードの搬送を達成している．

競技会では，レギュレーションによって最大積載重

量が制限される．

エネルギー効率

昇降にかかるエネルギー消費を抑えるべく，機械的

損失の少ない設計に取り組んでいる．

Raptor 2018では60％のエネルギー効率を実現．

昇降速度

宇宙エレベータ建設構想にて提唱される，200km/h

を目標に年々高速化へ向けて取り組んでいる．

Raptor 2020では設計最高速度を220km/hに設定，今

秋速度記録へ挑戦予定．

パワーウエイトレシオ（PWR）

鉛直方向の運動を主とする宇宙エレベータでは，質

量と速度の2項がトレードオフとなる．

クライマ質量をモータ出力で除した値の小ささを機

械設計における指標の一つに用いる．



Raptor 2020

コンセプト：高い搬送力を維持しつつ，上昇速度を高速化

主な仕様：

重量

クライマ質量 [kg] 12.0

ペイロード質量 [kg] 8.0

全質量 [kg] 20.0

寸法 全高 [m] 1.23

全幅 [m] 0.17

全長 [m] 0.17

運動性能 加速度 [G] 1.5

減速度 [G] 5.0

最高速度 [km/h] 220

モーター 最高出力 [kW] 16.4

最大トルク [Nm] 32.0



フレーム設計における Generative Design の活用



Generative Design により得られた効果

部品点数削減

複雑な形状の造形にアドバンテージを持つAdditive Manufacturing (AM)を前提としたGenerative Designにより部品点

数を削減，ミスアライメントを防ぎつつ組立作業の簡単化を実現．

性能向上

設定された荷重ケースに対して最適（応力分布が均一）な形状が得られることで，質量に対する剛性を最大に高

めることに成功．



性能向上

応力の均一化

設定された荷重ケースに対して最適な形状が得られること

で，質量に対する剛性を最大に高めることに成功．

軽量化・高剛性化

従来手法による設計と比較して，安全率を維持しつつ軽量

化を図ることが可能．目標パラメータとして最大変位を規

定することで，高い剛性を維持したまま構造最適化を行う

ことができる．

均一な応力分布（Generative Design）

不均一な応力分布（従来手法）



部品点数削減

3軸CNCフライスを用いたSubtractive Manufacturing (SM)では，

穴方向と工具方向を揃えてクランプする必要があり，工房

設備では製造が困難であった．

Generative Design + Additive Manufacturing (AM)

複雑な形状の造形にアドバンテージを持つAMを前提とした

Generative Designにより部品点数を削減，ミスアライメント

を防ぎつつ組立作業の簡単化を実現．

AM向けに最適化を図ったGenerative Design



私的 Generative Design 設定 Tips

コンポーネント配置

モータや駆動輪，プーリ，ベルト等，仕様によって

サイズや位置が決定されるコンポーネントを配置す

る際に意識するポイント．

保持・障害物ジオメトリ設定

出力される結果（形状）に意匠を施したい場合に，

保持・障害物ジオメトリの追加によって実現する方

法．

境界条件設定

システム動作時に部品に生じる力に加え，製造工程

で生じる力を組み込んだ荷重ケースの設定法．

目標・製造方法設定

要求される性能を満たすための目標設定．

利用可能な設備，リソースを考慮した上での製造方

法検討手法．



コンポーネント配置

システムの性能向上につながるコンポーネントの配置を意識．

Example with Raptor 2020

空気抵抗削減のため，前面投影面積の最小化 / 安定性向上のための重心位置の調整



前面投影面積の最小化

220km/hでの上昇には相応の空気抵抗が発生する．進行方

向から投影したシルエットの面積が最小となるよう各コ

ンポーネントを配置することで，空気抵抗の低減を行っ

た．

重量のあるコンポーネントをロープ近くに配置することでロー

プ軸周りの慣性モーメントを低減，回転運動発生時のシステム

不安定化リスクを下げる．

重心位置の調整



保持・障害物ジオメトリ設定

軽量化のため，保持ジオメトリを必要最小限のボリュームにとどめる．

力の流れを意図的にコントロールするため，保持・障害物ジオメトリを有効活用．

Example with Raptor 2020

力の経路を案内 / 隣接部品が存在する場合のジオメトリ設定



力の経路を案内

一般的に拘束穴周りを保持ジオメトリに設定する場合が

多いが，部品形状をコントロールすることが可能である．

望ましい形状のポイントを保持ジオメトリに設定，これ

に沿った形で障害物ジオメトリを設定することで最適化

を図りつつ任意の形状を生成．

部品同士が隣接する場合，隣接箇所のボリューム感を揃え，面

の接続をスムーズにすることで統一感のあるデザインを実現．

隣接部品とジオメトリ設定



境界条件設定

荷重の種類を適切に使い分ける．

システム動作時に想定される荷重に加え，製造時，運搬時に想定される荷重をケースに追加．

Example with Raptor 2020

軸受荷重の適用 / 荷重ケースの追加



軸受荷重の適用

丸穴内面に適用する荷重タイプを適切に使い分けること

で，無駄なボリュームを削減．軸受用嵌合穴では荷重タ

イプを軸受荷重に設定．ボルト用通し穴では，穴の嵌合

状態，面圧の状態により荷重タイプを使い分ける．

システム動作時に想定される荷重の他に，製造時に加わる荷重

や運搬時に生じるモーメントを考慮することで，意図せぬ変形

や破損を防ぐ．

荷重ケースの追加

システム動作時

運搬時

力 軸受荷重



目標・製造方法設定

パラメータの優先順位を決定する（質量最小化or剛性最大化）．

利用可能な設備，リソースを考慮した上で製造方法を設定．

Example with Raptor 2020

目標設定 / 設備・リソースに合った製造方法設定



目標設定

剛性を優先する部品，軽さを優先する部品，それぞれに

異なる目標設定を行う．求められる剛性が許容される変

位によって決まる場合，許容変異を設定した上で質量を

最小化する．軽さを優先する場合，質量を最小化に設定

の上で安全率を設定．

選択肢に挙がるのは，卓上3軸CNCフライスを用いた切削加工，

金属3DPを用いたAMの2つであった．AMは外注となるため，人

的リソースを削減可能であったが，寸法精度が1桁劣るため仕上

げ加工の必要が生まれる．形状の複雑さ等を併せて複合的に判

断し，最終的な製造方法を決定する．

設備に合った製造方法設定

3軸切削加工向き 5軸切削，AM向き



Generative Design 部品のCAMと加工



切削工程

表裏2つの工具方向から3軸切削を行った．荒取り量が多

く切削に時間を要する形状であったが，負荷制御を用い

た荒削りにより，機械・工具剛性に適した効率の良い

ツールパスを生成することが可能であった．

面の形状が複雑に入組み，細かな枝が組み合わさるGD部品にお

いては，仕上げパスに用いるコマンドが重要である．面の流

れ・勾配を意識しながら領域を分割し，各所に適したコマンド

を適用することで滑らかな仕上げ面を生み出すことが可能．

仕上げポイント

面の流れに沿った仕上げGenerative Design 部品
切削シミュレーション



フレームの Generative Design がシステム全体に与える影響



2018 既存部品の最適化

複数部品によって構成され，組立の煩雑さ・ミスアライ

メントを生んでいた部品について，性能の向上を図りつ

つ単一化を行った．

主要コンポーネントを配置した上で，構造部材の設計に

Generative Designを利用．初期設計段階よりGenerative Designを

取り入れることにより，更なる高性能化を狙った．

2020 新規システムの設計

Original Model Generative Design Model Component placement Flame Design



Generative Design 割合の増加

構造を維持するために必要となるフレームにおいて，

Generative Design を利用した部品の占める割合の増加．

割合：

効果：

フレーム総重量の削減

項目 2018 2020

Generative Design [kg] 0.11 1.09

フレーム全重量 [kg] 2.65 3.78

Generative Design割合 [%] 4.2 28.8

フレーム全重量におけるGDパーツ重量の占める割合

4.2%

95.8%

24.6% Increase

28.8%

71.2%

Generative Design その他

2018 2020



クライマーシステム全体重量において，フレーム重量の

占める割合の減少．

割合：

効果：

パワーウエイトレシオの低減

11.2% Decrease

フレームの割合の減少

項目 2018 2020

モータ [kg] 1.25 2.72

バッテリ [kg] 0.95 2.10

回路 [kg] 0.40 1.20

機械部品 [kg] 0.95 2.20

フレーム [kg] 2.65 3.78

総重量[kg] 6.20 12.0

フレーム割合 [%] 42.7 31.5

システム総重量におけるフレーム重量の占める割合

31.5%

22.7%18%

10%

18.3%

フレーム モータ バッテリ 回路 機械部品

42.7%

20.2%

15%

7%

15.3%

2018 2020



パワーウエイトレシオ低減

動力となるモータが単位出力あたりに負担するクライマ

重量の低減．

比率：

効果：

運動性能，輸送性能の向上

項目 2018 2020

クライマ重量 [kg] 6.2 12.0

最高出力 [kW] 7.0 16.4

パワーウエイトレシオ 0.886 0.732

単位出力あたりに負担する重量15.4% Decrease

6.2

12.0

7.0

16.4

2018 2020

クライマ重量 最高出力



まとめ

所感

従来よりトポロジー最適化等，複数の構造最適化技術に触れてきたが，Generative Designはそれらと一線を画す

画期的な技術だと感じた．

新たな製造技術の確立と併せて今後さらなる発展が見込まれる領域であり，今後を非常に楽しみに思う．
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入江 奏流 ｜ Soul IRIE

Nihon University, College of Science and Technology

Formula Student Club ‘Nihon University Engine Association’ 

日本大学理工学部 | 学生フォーミュラサークル 円陣会

稼働部品における
Generative Designの活用方法



入江 奏流｜ Soul IRIE

テクニカルディレクター

日本大学 理工学部

精密機械工学科 学部4年



日本大学理工学部 円陣会

創立 1952年、 主に自動車技術を研究しています。

学生フォーミュラは、内燃機関車両と電動車両に分かれていて、内燃機関車両には約450~700ccのバイクやバギーのエンジンが

搭載される中で、円陣会は600ccのエンジンを使用しています。

3D CADで全体設計し、ディスクグラインダー、ボール盤、旋盤、フライス盤、 TIG溶接機、 ３Dプリンター等を用いマシンの部

品を作って組み立てています。



Generative Design による
学生フォーミュラの設計と製作



ご紹介内容

• 稼働パーツにおけるGenerative Design の設定方法

• Generative Design の検討確認・解析確認・切削加工の流

れ

• 切削後のパーツ組み付けの確認と結果



稼働パーツにおける
Generative Design の設定方法



参照：StudentFormulaJapan https://www.youtube.com/watch?v=bSgn1MBLRZk



Generative Design によるマシン製作
Photo credit goes here

NU-CST017 (第17回学生フォーミュラ日本大会出場車両)



• 達成したい目標

▪ 軽量化と強度・剛性アップ

• 加工法の変更

▪ レーザーカットと溶接から切削へ

• 材料

▪ スチール → ジェラルミン

従来の製法によるベルクランク

ベルクランクパーツの
製作目標・加工法・材料の変更点



稼働部品を考慮した
各ジオメトリの設定方法

障害物ジオメトリ（赤色）

可動パーツと稼動範囲も含めて障害物ジオメトリを設定

する必要がある。また締結相手の形状にも注意します

保持ジオメトリ（緑色）

可動パーツが組み付く形状を設定します

荷重ケース（青い矢印）

パーツにかかってくる荷重と方向を計算してそれにあっ

た荷重を複数に分けて設定します

従来の製法によるベルクランク



荷重ケースを数カ所設定する

この作業は加えられる荷重を全てイメージする必要があります

Generative Designの形状に対してどのようにな方向から力がかかるかを全ての荷重パターンを1つずつ作成しています

画面では青い矢印で表示されている部分になります。補足ですが黄色い矢印は重力方向を指定しています

この青い矢印でこのベルクランク にかかる荷重の種類を想定して指定しています

少しわかりにくいかもしれませんが、今回は固定している部分は、右下にあるベアリングがはまる箇所になります



荷重ケース１

力１：1390

力２：1000

荷重ケース２
力１：1390

荷重ケース
荷重方向を検討して設定する

荷重ケース５
力１：1000N
力２：800N
力３：1000N

荷重ケース４
モーメント１：500N·mm
モーメント２：500N·mm

荷重ケース３
力１：300
力２：300

荷重ケース６
力１：1000N
力２：800N
力３：1000N

荷重ケース７
力１：1000N
力２：800N
力３：1000N

荷重ケース８
力１：1000N
力２：800N
力３：1000N



Generative Design の
検討確認・解析確認・切削加工の流れ



Generative Design
の検討結果

Generative Design の加工条件

（3軸加工）と加工方向合った形状が計算されます



フォームモデリングで形状修正

• Generative Design で出てきた形状を

Fusion 360 で微調整することもできます



シミュレーション
（静的応力）

• Generative Design で生成されたデザインを解析機能

を使って解析されます

• Generative Design の荷重ケースを再度使用可能です



シミュレーションにて工具パスを確認





稼働パーツの組み付け確認



切削結果



ベルクランク組み付け確認



サスペンション稼働部（上部） アーム部（下部）



ベルクランク組み付け

Photo credit goes here



走行テストの様子



大会走行後

Generative Design は人の手では到底描くことのでき

ない、理想的かつ革新的な形状を生み出すことができま

す



試走会・本大会など合わせると通算100km程度走行

Photo credit goes here

充分に走行と稼働に耐えられる強度があることが証明されました



エンデュランス走行
Photo credit goes here
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